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　  前 　　　　 奏　　  　　　　　　　　　　　　　　　 奏楽　五十嵐美代枝姉
　  開　会　招　詞　　ヨハネ４章23－24節

＊  賛　  美　　歌　　９２:1（ソングシート）

1. 新しき歌もて　主をたたえまつれ。主はくすしきわざを　成し遂げたまえり。 
あたら うた な と

主は救いの業を力もて果たし、世界の国々に勝利をつげたもう。 
すく わざ は せ か い くにぐに か ち

＊  開　会　祈　祷　

　  罪　の　告　白　 祈祷書2　罪の告白①

神よ、わたしを憐れんでください。御慈しみをもって。深い御憐れみをもって、背きの罪をぬぐい去っ
かみ あわ おんいつく ふか おんあわ そむ つみ さ

てください。わたしの咎をことごとく洗い、罪から清めてください。わたしは咎のうちに産み落とされ、
とが あら つみ きよ とが う お

母がわたしを身ごもったときも、わたしは罪のうちにあったのです。わたしを洗ってください。雪よりも
はは み つみ あら ゆき

白くなるように。神よ、わたしの内に清い心を創造し、新しく確かな霊をさずけてください。救いの喜び
しろ かみ うち きよ こころ そうぞう あたら たし れい すく よろこ

を再びわたしに味わわせ、自由の霊によって支えてください。主よ、わたしの唇を開いてください。この
ふたた あじ じ ゆ う れい ささ しゅ くちびる ひら

口は、あなたの賛美を歌います。　　　主イエス・キリストの御名によって。ア－メン。　　(詩編51)
くち さ ん び うた しゅ い え す き り す と み な

　　　 罪の赦しの宣言　　

十　　　　　戒　　 祈祷書4
1. あなたは、わたしのほかに、何者をも神としてはならない。

なにもの かみ

2. あなたは自分のために刻んだ像を造ってはならない。それにひれ伏してはなら
じぶん きざ ぞう つく ふ

　　ない。それに仕えてはならない。
つか

3. あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。主は、
かみ しゅ な とな しゅ

　　み名をみだりに唱える者を、罰しないではおかない。
な とな もの ばっ

4. 安息日をおぼえて、これを聖とせよ。
あんそくにち せい

5. あなたの父と母を敬え。
ちち はは うやま

6. あなたは殺してはならない。
ころ

7. あなたは姦淫してはならない。
かんいん

8. あなたは盗んではならない。
ぬす

9. あなたは隣人について偽証してはならない。
りんじん ぎしょう

10.あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、またすべて隣人
りんじん いえ りんじん つま りんじん

　　のものをむさぼってはならない。　　　　　(出エジプト20、申命記5)

＊  賛　　美　　歌　　 ３１:1

1. さかえにみちたる　神のみやこは、千代経しいわおの　いしずえかたく、 
ち よ へ

すくいのいしがき　たかくかこめば、み民のやすきを　誰かはみださん。アーメン 
たれ



　公 同 の 祈 祷  　 ６　使徒信条 

われは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。われは、その独り子、われらの主イエス・キリスト
てんち つく ぬし ぜんのう ちち かみ しん ひと ご しゅ い え す

を信ず。主は、聖霊によりて宿り、おとめマリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみ
しん しゅ せいれい やど う くる

を受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに降り、三日目に死人のうちよりよみがえり、
う じゅうじか し ほうむ くだ み っ か め し に ん

天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを
てん のぼ ぜんのう ちち かみ みぎ ざ き い もの し もの

審きたまわん。われは聖霊を信ず。聖なる公同の教会、聖徒のまじわり、罪の赦し、からだのよ
さば せいれい しん せい こうどう きょうかい せ い と つみ ゆる

みがえり、とこしえの命を信ず。    アーメン。 
いのち しん

献　　　　　 金　　　　（黒）教会活動　（赤）キングスガーデン　　　70
　　　　今献ぐるそなえものを　主よ　清めて受けたまえ　アーメン　
子どもプログラム
聖　書　朗　読　　詩編122章2－9節（旧約聖書969頁）

コロサイ4章7－18節（新約聖書372頁）
説　教・祈　祷　「人から人へ」杉山昌樹牧師

＊  賛　  美　　歌　   ９２:２−３
2. 主はみいつくしみと　まこととをもちて、イスラエルの家を顧みたまえり、地の果てまですべ

かえり は

て　人々は見たり、わが神の救いの　大いなる御業を。 
すく み わ ざ

3.全地よ主に向かいて　声を上げ歌え。喜びかつ歌え。高き声はなて。琴を持てたたえよ、
ぜんち む こえ うた よろこ たか こと も

琴と歌をもて　ラッパと角笛もて　主をたたえまつれ。
つのぶえ

＊  主　の　祈　り　  　祈祷書1

 天にまします我らの父よ
てん われ ちち

 願わくは御名をあがめさせたまえ
ねが み な

 御国を来たらせたまえ　 御心の天になるごとく  地にもなさせたまえ
みくに き みこころ てん ち

 我らの日用の糧を  今日も与えたまえ
われ にちよう かて き ょ う あた

 我らに罪を犯す者を我らが赦すごとく 我らの罪をも赦したまえ
われ つみ おか もの われ ゆる われ つみ ゆる

 我らを試みに会わせず  悪より救い出したまえ
われ こころ あ あく すく いだ

 国と力と栄えとは  限りなく汝のものなればなり　　ア－メン。
くに ちから さか かぎ なんじ

＊  頌　　　　　栄　  　６３　

　あめつちこぞりて　かしこみたたえよ、みめぐみあふるる　父、み子、みたまを。アーメン 
＊  祝　　　　　祷　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　

　  後　　　　　奏　　 （黙祷）   

　　報　　　　　告     　　　　雨宮信長老（司会・受付　次週：古澤兵庫長老）　　　 

本日　受付 １階：大日南信也・藤井牧子執事　２階：佐藤紀子執事 ／ZOOMホスト・録音：門
脇光生
次週　受付 １階：古澤迪子・加藤良明執事　２階：大日南隆夫執事 ／ZOOMホスト・録音：大

日南悠 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※　グループ制により、長老も１階と２階に一名ずつ加わります。



コロサイ4：7－18「人から人へ」
半年
私がこの教会に赴任しましてからようやく半年たちました。皆様の様子もなんとなくわかってきまし
て、少し親しくなっていただいているかなと思っています。もちろん、コロナのことなどもありまし
て、まだ、直接会ったことの無いかもありますので、これからもより身近な関係になって行ければと
願っております。そして、実は教会においては、このような親しさ、近さ、ということはやはり大切な
のだと思います。とりわけ、今日のこの手紙の最後の挨拶の言葉を読みますと、そのように感じます。
実際にパウロはこの時、捕らわれてしまっていましたし、そもそも、コロサイの諸教会には、直接パウ
ロと面識のない人たちも多かったようです。それにもかかわらず、パウロとコロサイの人たちの間に
は、確かに強い連帯感があったことが今日の所から分かるのです。

私の様子を知り－細かなこと
例えばその書き出しに「わたしの様子」という言葉があります。一つ前の段落の3節では「牢につな
がれている」とありますので、かなり大変そうな感じもしますが、しかし、今日の挨拶の所を見ますと、
一緒に捕らえられていた仲間はもちろん、外部の仲間たちともあったり、手紙のやり取りが比較的自由
にできていたようですから、現代の刑務所のようなものとはまた違っていたのかもしれません。そのよ
うないわば軟禁状態にあるパウロとその仲間たちには、彼らなりの生活があったはずなのです。そして
それは、実はパウロに与えられた使命を果たす、という意味では、実は自由であった時と同様に神様に
忠実に歩むものであったということも今日の手紙から見て取れるのですが、それと同時に、この手紙
でいう「様子」とは例えばティキコが訪ねてきた、エパフラスが訪ねてきた、街の誰それが訪ねてきて
み言葉を語った、ということから始まって、こんなものを食べた、ですとか寒くなったので上着を差し
入れてもらったといったようなことを含めての「私の様子」です。そのような暮らしの息遣いがわかる
ような意味でのパウロの様子が仲間によって伝えられるのです。そしてそれは8節にある通りなのです
が、ここではティキコが、パウロの様子を伝えることで「彼によって心が励まされるため」とあるのに
心を留めたいのです。パウロ先生は無事らしい、というだけではなく、このごろはこんな暮らしぶり
だ、ということを含めて、そのような人間臭い生活に関することまで、人と人の付き合いとでもいうも
の、そのようなつながりがパウロとパウロが関わった教会の間にあったのだろう、このように想像で
きるのです。それは、通り一遍の、割り切った関係よりももう少し深い人間同士のきずなです。

例えばフィレモンの手紙
そして実際の所、パウロは、この地域にも深く根を下ろしていたようです。今日の聖書の9節ではオ
ネシモという人が登場します。彼は、ティキコと違って、愛する兄弟とだけありますので、教会の責任
を負うような立場ではなかったようですが、しかし、洗礼を受けたキリスト者でパウロに近いもので
した。このオネシモは実はフィレモンの手紙に登場します。もともとフィレモンというキリスト者の家
の僕であったようです。それが何かを盗んで家を離れてしまい、けれどもパウロが彼を受け入れて、福
音を語り、とうとう洗礼を受けたということがあったのでした。そうして、すっかり心を入れ替えたオ
ネシモをもう一度主人であるフィレモンの所に送り返そう、というのがフィレモンの手紙の内容です。
そしてこのオネシモが後に属することになった、あるいは、その主人であるフィレモンが属していたの
が、このコロサイの教会であったようです。そしてフィレモンの信仰はパウロに負っているらしい、と
いうことがフィレモンの手紙を読むとわかります。さらに、その奴隷であったオネシモもまた、パウロ
によってキリスト者になったのでした。

手紙の正体
そのあたりのいきさつを、実際にフィレモンの手紙を読んで確かめてみます。「1:8 それで、わたし
は、あなたのなすべきことを、キリストの名によって遠慮なく命じてもよいのですが、1:9 むしろ愛に
訴えてお願いします、年老いて、今はまた、キリスト・イエスの囚人となっている、このパウロが。
1:10 監禁中にもうけたわたしの子オネシモのことで、頼みがあるのです。1:11 彼は、以前はあなたに



とって役に立たない者でしたが、今は、あなたにもわたしにも役立つ者となっています。1:12 わたしの
心であるオネシモを、あなたのもとに送り帰します。」フィレモンはやはり、信仰面でパウロに負って
いたようです。いわばパウロが先生でその弟子の位置づけでしょうか。ですからパウロは、これからキ
リスト者として、この問題にどう処置を付けるか命令してもいいけれど、といった言い方をしていま
す。けれども、無理にではなくキリスト者としての愛をもってオネシモを受け入れてほしい、と願って
います。ちなみに、「監禁中に設けた私の子オネシモ」という言い方は、まさにパウロが囚われの身で
あっても、このようにして、新たに洗礼者を生み出すその働きを続けていた、それによって霊的に生ま
れた、すなわちオネシモはキリスト者になったので「あなたにもわたしにも役立つものとなっている」
というように続いているのです。このようにパウロは、捕らわれの身となったその場所で、かつて福音
を伝え教えた人たちのとのネットワークを駆使して、力強く働き、その中で深い人間関係をわずかな時
間で作っていたようなのです。

共に働く
このような出来事を通して確かめたいことがあります。それは、パウロの生き方においては、あるい
は、パウロ達、と言ったほうがよいでしょうけれども、彼らの生き方においては、このような、実際的
な問題、家に迷惑をかけて逃げて行った奴隷をどうするのか、普通に考えますと事件になってしまう
ような問題について、どのようにと扱うのかというまことに生々しい出来事について、率直にやり取り
するような関係ができていていたのです。さらに、そのような関係の中で、キリスト教信仰に則して物
事を考えていこうとする、そのようなお互いの了解もまたできていたということです。これは、実際的
な生活上の問題と、信仰とがばらばらではなく、むしろ一体となっていて、実際の生活のあり方につい
て、キリスト者同士、こういっては何ですが、腹を割って、隠し立てせず、どうしたらいいか、教えた
り、教えられたりするそのような関係の中に生きてた、ということになるのです。一言で言えば、信仰
の仲間同士で、実生活を信仰をもって相談しながら生きていた、というイメージです。これはとても深
い関係性です。もちろん、わたしたちが、いますぐ、この教会の誰彼構わず、このような生き方をなす
ことはできないのかもしれません。時代が違う、ということもできます。しかし、目指す方法ははっき
りとしています。パウロがそうであったように、このような信仰を土台とした深い相互関係の中で、人
生を切り抜けていく、というありかたこそ、教会らしい生き方です。そのような、一緒に生きていく、
という人間同士のつながりをこれから私たちも作っていきたいのです。

非常に労苦
そして実は、このようにして、人と人とが結び合わされていく、ということはそもそも、パウロに与
えられた使命であったのです。そのことをコロサイのすでに学んだところから確認したいのです。2章
1，2節をあらためて読んでみます。「わたしが、あなたがたとラオディキアにいる人々のために、ま
た、わたしとまだ直接顔を合わせたことのないすべての人のために、どれほど労苦して闘っているか、
分かってほしい。それは、この人々が心を励まされ、愛によって結び合わされ、理解力を豊かに与えら
れ、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるためです。」。特に注目したいのは、「愛に
よって結び合わされ」という言葉です。あるいは、ここでは、さきほど、4：7でティキコによってもた
らされる「励まし」と書いてあったのと同じように「励まし」という言葉が用いられています。私たち
は、いずれにしても、人間同士の関係において、励ましを受け取り、結び合わされていくのです。

労苦する
そのためにパウロは労苦していると言います。そして同じ「労苦」という言葉は、13節のエパフラス
についての証言にも使われています。「わたしは証言しますが、彼はあなたがたのため、また、ラオディ
キアとヒエラポリスの人々の為に非常に労苦しています」とありますところです。エパフラスは、コロ
サイの出身で、やはりパウロによってキリスト者となり奉仕者となった人でした。ちなみに、ラオディ
キアと、ヒエラポリスはそれぞれ、コロサイから15キロから20キロ程度しか離れておらず、私たちで言
いますと埼玉西部の各教会のように隣り合っていたようです。そして、この後を読みますと、コロサイ
で読まれたパウロの手紙が、ラオディキアに回され、また、ラオディキアで読まれた手紙が、コロサイ



に持ち込まれ、というように手紙や、説教者が互いに行ったり来たりする、そのような一体的なまじ
わりのあった教会の群れであったようです。このようにして、各群れに立てられた奉仕者と他の群れの
人々もまた、お互いに親しいものとなっていただろうという様子を見て取れるのです。

キリストの秘密の為に
けれども、このようにして、互いに親しくされていく、そのために、奉仕者が労苦していく、という
ことには、その土台となるものがあります。それは、今日の個所では12節にあります、エパフラスの目
標に示されています。途中からですけれども読んでみます。「彼は、あなたがたが完全な者となり、神
の御心をすべて確信するようにと、いつもあなた方のために熱心に祈っています」とある通りです。奉
仕者が労苦するのは、群れに属する人たちが、完全な者となるためだ、このようにパウロは言います。
ではそのような完全さとは何でしょうか、それは抽象的な意味で、完璧な人間になる、といったこと
ではありません。先ほどパウロが何のために労苦しているのか、というところを読みました。それを
繰り返しますとこうでした。「この人々が心を励まされ、愛によって結び合わされ、理解力を豊かに与
えられ、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるため」（コロサイ2：2）。この人々とは
教会に属する人たち全てです。私たちもそうです。教会が、元気になって、愛によって結ばれ、理解
力、というのは、その次のことと関わっているはずですからその次に行きますと、神の秘められた計
画であるキリストを悟る、とありますから、まさにイエス様ご自身が自分の中にいること、自分を助
けてくださっていることを知る、という意味になりますので、これを一言で言ってしまえば、群れ全体
がイエス様によって一つになって元気にされる、となります。パウロは、また、すべての奉仕者は実に
このために働いているというのです。

人から人へ
しかし、いずれにしましても、このような群れとしての信仰の成長、イエス様を知っているという意
味で完全な人になっていく、ということの始まりは、私たち一人一人の人間です。一人一人が、信仰に
おいて整えられるとともに、互いについてもよく知っていく、親しくされていく、そして愛によって結
び合わされていく、そのような長い時間をかけてキリストの体を立て上げていくことによって、実現す
るものです。とってつけたようなものでなく、表面を取り繕うのでもなく、本当に信頼し合う群れを、
時間がかかっても作っていきたいと願います。

祈り
父なる神様。聖名を賛美します。あなたは、御子をただ一度のささげものとして下さり、私たちの身代
わりの子羊として罪をあがなってくださいました。それゆえ私たちは、新しい希望をもって、新しい見
通しをもって、お互いを知っていくことができます。それだけではなく、キリストの愛によって結ばれ
たもの同士として、互いを受け入れていくことができます。また、そのようにしてわたしたちが一つに
されていくことをあなたは望んでおられます。どうぞわたしたちが、地上において、この御心に適って
生き、そして、あなたのご栄光の教会を造り上げていくことができますように。この週の歩みもまた、
あなたにあって確かものとなりますように。主イエス・キリストのみ名によって祈ります。


